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ボリューム ライセンス サービス  
センターで Online Service を 
アクティブ化する 
Open プログラムのお客様は、VLSC の新しい [Online Service のアクティブ化] セクションのシン

プルなプロセスに従って、マイクロソフト ボリューム ライセンス サービス センター (VLSC) で、新

しい Microsoft のオンライン サービスをアクティブ化できます。 

 
このガイドは、以下のような管理者を対象としています。 

1. 一部の製品の管理にボリューム ライセンス サービス センター (VLSC) を既に使用

している。 

2. VLSC で新たなオンライン サービスをアクティブ化する必要がある。 

3. オンライン サービスだけでなく VLSC で一部の製品を管理する必要がある。 

Open Online Service (Azure を除く) を購入済みで、VLSC を利用する必要のない、新たに効率化

された方法を使用してアクティブ化する場合は、『VLSC を使用せずに Online Service をアクティブ

化する』というタイトルのガイドをご覧ください。 

 

このガイドのトピック 

 

  

組織アカウントについて 新しい Online Services 
のサインインとアク 
ティブ化  

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=44945
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=44945
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組織アカウントについて 
Office 365 などの Microsoft のオンライン サービスを使用するには、組織の管理者およびユー

ザーは、組織アカウントを使用して、サービスにサインインする必要があります。新しいオンライン 
サービスのアクティブ化を行う際、組織アカウントを使用してサインインするように案内されます。 

組織内の他のユーザーが Microsoft のオンライン サービスを既に使用している場合、組織アカ

ウントを使用してサインインしていることになります。これは、ボリューム ライセンス サービス セン

ターや Outlook.com の電子メールなどの個人用のサービスへのサインインに使用する 
Microsoft アカウントとは別のアカウントです。 

組織アカウントを作成する必要がある場合、または組織アカウントについての詳細を確認したい

場合は、『組織アカウントを作成する』というタイトルのガイドをご覧ください。各組織で 1 つの組織

アカウントを使用します。組織アカウントは VLSC 管理者が作成します。 

オンライン サービスにサインインし、アク

ティブ化する 
このガイドでは、お客様ご自身で、または Microsoft パートナーを介して既に新たなオンライン 
サービスにサイン アップ済みであり、VLSC でこれらのオンライン サービスをこれからアクティブ化
する場合を前提として説明します。 

電子メールでの招待を確認する  
新しいオンライン サービスに登録後、または Microsoft パートナーを通してオンライン サービスを
注文後、組織と Microsoft の間で締結した、ボリューム ライセンス契約においてオンライン管理
者と指定された方に Microsoft から電子メールが送信されます。この電子メールは、新しいオンラ
イン サービスの注文と、その他の製品を同時に注文した場合はその注文を確認するために送信
されます。 

VLSC にサインインする  

VLSC にサインインし、注文した新しいオンライン サービスがアクティブ化できる状態になっている

ことを確認します。注文を確認する電子メールが送信されていない場合でも、VLSC でこれらのオ

ンライン サービスを確認できます。 

既に VLSC を使用している場合は、すぐに VLSC のサイトからサインインしてください。その後、以

下の「VLSC の [オンライン サービスのアクティブ化] セクションにアクセスする」のセクションの手

順に従ってください。 

これまでに VLSC にサイン インしたことがない場合は、以下に従って登録してください。 

1. VLSC にサインインするには Microsoft アカウントが必要であるため、持っていない

場合は個人用の Microsoft アカウントを作成します。Microsoft アカウントの作成時

に登録する電子メール アドレスは、個人のものではなく、仕事用 (勤務先) のアドレ

スを登録します。Microsoft アカウントを作成します。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=44944
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-live/sign-up-create-account-how
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2. Microsoft アカウントを作成後、VLSC の Web サイトを訪れます。 

3. VLSC ホームページから、[サインイン] をクリックします。 

 

4. お使いの Microsoft アカウントとパスワードを入力します。 

 

5. [サインイン] をクリックします。 

6. 初回は必ず、勤務先電子メール アドレス (Microsoft アカウント作成時に使用した電

子メール アドレス) を入力する必要があります。勤務先電子メール アドレスを、[勤務

先の電子メール] フィールドおよび [勤務先電子メールの確認] フィールドの両方に入

力します。 

7. [送信] をクリックします。 

a. VLSC に招待する電子メールが届いた場合、その招待状が送信された電子

メール アドレスを入力します。 

b. [送信] をクリックすると、入力した勤務先電子メール アドレスの持ち主を確

認するため、電子メール メッセージが送信されます。 

https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter
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8. 入力した勤務先電子メール アドレスの受信トレイを開きます。 

a. VLSC から送信された確認用の電子メール メッセージを開きます。 

b. メッセージ中のリンクをクリックし、自分が入力した勤務先電子メール アドレ

スであることを確認します。 

注: 電子メール通知を受信していない場合、お使いの電子メール プログラムの迷惑メー

ル フォルダーを確認してください。信頼できる差出人のリストに microsoft.com を追加し

ておいてください。Microsoft Outlook を使用している場合は、[ホーム] タブを選択して、

自動フィルタリングをオフにします。[迷惑メール] ドロップダウン メニューをクリックして、

[迷惑メールのオプション] を選択してから、[自動処理なし] を選択します。 

Open License 契約に同意する 

VLSC にサインインするとき、利用条件にまだ同意されていない Open License 契約がないか確認

されます。未同意の Open License 契約がある場合は、契約への同意を確認するメッセージが表

示されます。 

同意しない場合、VLSC でオンライン サービスをアクティブ化することはできません。氏名を入力し

てから、[同意する] をクリックします。 

利用条件のページが表示されない場合はこのステップを省略し、次に進みます。 

 
Open License 契約の利用条件 
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VLSC の [オンライン サービスのアクティブ化] セクションにアクセスする 

VLSC にサインイン後、[オンライン サービスのアクティブ化] をクリックします。 

VLSC のホーム ページ上には、オンライン サービスのアクティブ化のためのリンクも表示されます。

これらのリンクのうちどれを選択しても、同じページにアクセスできます。 

 
VLSC のホーム ページには、お使いのオンライン サービスをアクティブ化するためのリンクが複数表示される場合があります。 

アクティブ化するサービスを選択する 

1. [オンライン サービスのアクティブ化] ページで、アクティブ化するオンライン サービス

のライセンス ID を選択します。複数のサービス名があるときは、検索ボックスにライ

センス ID か組織名を入力して、アクティブ化するオンライン サービスを検索します。 

2. アクティブ化するオンライン サービスを選択した後、[アクティブ化の管理] をクリック

します。 
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組織アカウントの提供方法を選択する  

[ボリューム ライセンス オンライン サービスのアクティブ化] 画面が開き、次の 2 つのうちいずれ

かを選択するよう求められます。 

• 組織アカウントがある 

• 新しい組織アカウントを作成する必要がある 

どちらかを選択します。 

組織アカウントを作成する必要がある場合、または組織アカウントについての詳細を確認したい

場合は、『組織アカウントを作成する』というタイトルのガイドをご覧ください。 

 

組織アカウントでサインインする  

アクセスしたページから、組織アカウントを使用してサインインします。(注: 組織アカウントは、

VLSC へのサインインに使用する Microsoft アカウントとは異なります。) 

組織アカウントとパスワードを入力して、[サインイン] をクリックします。 

「組織アカウントについて」で説明したとおり、組織アカウントは従業員が業務で Microsoft オンラ

イン サービスにサインインするために使用します。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=44944
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組織アカウントとパスワードを使用してサインインします。 

 

アクティブ化プロセスを開始する 
組織アカウントでサインインすると、オンライン サービスをアクティブ化するためのページが表示されます。リストに複数の

サービスが表示される場合は、アクティブ化するオンライン サービスを確認し、[アクティブ化の開始] をクリックします。 

 

選択したオンライン サービスのページに移動します。どのようになるか、Office 365 の例で説明し

ます。 
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新しいオンライン サービスのセットアップを開始する  

この例では、Office 365 の新規のサブスクリプションに対し、[アクティブ化の開始] をクリックして

います。この後「Office 365 のスタートガイド」というタイトルの画面が開きます。 

1. [了解しました。私は自分の組織のためにこれを行う権限を持つユーザーです。] と
表示されたボックスのチェック ボックスをオンにします。 

2. 次に [開始] をクリックします。 

 

オンライン サービスをアクティブ化し、新しいライセンスを使用する 

1. システムにより、新しいオンライン サービス用のプロダクト キーが自動的に入力され

ます。[次へ] をクリックします。 
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2. 組織で他に Office 365 サービスを既に使用している場合、所有しているライセンス

の数、有効期限が表示されます。また、アクティブ化している新しいライセンスを追加

するかどうかを確認するメッセージが表示されます。 

現在使用しているサブスクリプションに新しいライセンスを追加 (サブスクリプション

のトータル数が増加します) するか、新しいサブスクリプションを追加しないで、現在

のサブスクリプションの有効期限を延長することができます。 

オプションを選択してから、[次へ] をクリックします。 

 

3. その情報 (ライセンス数) が正しいことを確認してから、[使用] をクリックします。 

 

Office 365 にアクティブ化した新しいライセンスの数が表示されるようになります。[オンライン 
サービス] で、ユーザーに割り当てられるライセンス数を確認できます。 
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これで新しいオンライン サービスを使用できるようになりました。 

 

ここに掲載された内容は、情報提供のみを目的としています。このドキュメントに記載されている情報について、マイクロソフト

は、明示、黙示または法律上に関わらずいかなる責任も負わないものとします。© 2014 Microsoft Corporation. All rights 
reserved. 


